
    
    公益社団法人 日本女子体育連盟 令和２年度夏期講座 

  
【【  ＷＷｅｅｂｂ  開開  催催  】】    

  

ダダイイババーーシシテティィ（（多多様様性性））ととダダンンスス  
  

開開催催要要項項  

  

■■  期期  日日    22002200 年年 1111 月月 1144 日日（（土土））・・1155 日日（（日日））      

                  ※※学学校校体体育育ココーーススはは、、1100 月月 1177 日日（（土土））よよりり「「継継続続講講習習」」をを配配信信開開始始        

                  ※※共共通通講講座座（（一一部部））はは、、1111 月月 1144 日日（（土土））よよりり 1111 月月 3300 日日（（月月））ままででオオンンデデママンンドド配配信信  

    

■■  主主  催催    公公益益社社団団法法人人  日日本本女女子子体体育育連連盟盟  

■■  後後  援援    ススポポーーツツ庁庁    東東京京都都    ((公公財財))日日本本ススポポーーツツ協協会会    ((公公財財))ススポポーーツツ安安全全協協会会  

                  ((公公財財))ミミズズノノススポポーーツツ振振興興財財団団    （（公公財財））日日本本学学校校体体育育研研究究連連合合会会  

■ 対対  象象    全全国国のの幼幼稚稚園園・・保保育育園園、、小小学学校校・・中中学学校校・・高高等等学学校校、、特特別別支支援援学学校校、、大大学学、、  

                    生生涯涯ススポポーーツツななどどのの指指導導関関係係者者、、大大学学生生等等  

公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業                            

ご挨拶 

公益社団法人 日本女子体育連盟 

 会 長   八木 ありさ 

令和 2年 9月 

暑さもいくぶん凌ぎやすい時候となりました。今年もサマーセミナーのご案内を申し上げ

ます。2020年は、どの立場においても新しい考え方と方法を推し進めることが求められる挑

戦の年になっています。これまでに皆様からお寄せいただいている応援のお声とご協力に、

深く感謝を申し上げます。 
さて、第38回目を迎えます今年のJAPEW SUMMER SEMINARは、新しい時代のダンスに踏み

出しながら、改めてダンスの懐の深さを確認してゆくことがめあてです。ダンスそのもの、

そして共にダンスしたい心が生み出す、これまでとは異なる繋がりの方法に触れて、捨てた

ものではない今の状況を楽しんでいただけることを願っています。また、それを通じて新し

い実践方法のアイデアも生み出せそうです。 
JAPEW SUMMER SEMINARは、全国各地からの皆様の出会いの場でもあります。インターネ

ットやメディアを通じての参加が、全国を近づけてくれる！そんな予感がしています。ぜひ

お誘い合わせの上ご参加くださいますよう、心からお待ちしております。 
 

ごご ああいい ささつつ   
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1100：：3300～～1122：：0000 1133：：0000～～1144：：3300

 【受講者参加型】 【実技①ﾀﾞﾝｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ】

11 生生涯涯ススポポーーツツ 受 「ふれあいサロン～オアシス」 「自分の身体を磨く」

月 ココーースス 付 紙面・対面ｲﾝﾀﾋﾞｭｰを中心に
　～リズムエクササイズとしての動きづくり～

14 受講者みんなで顔を合せよう 講師:佐藤廣子

日 1133：：0000～～1155：：0000

(土） 【講習①】「部活動に活かせる表現法」　

学学校校体体育育
　～創作ダンス作品における音響効果～

ココーースス 講師：竹本仁、市川裕子

 細川江利子

1100：：3300～～1122 ::0000 1133：：0000～～1144：：3300

【実技②ﾀﾞﾝｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ】 【共通講習】

生生涯涯ススポポーーツツ 受 「自分の動きを磨く」 　「みんなでつながろう！ 　挨拶

11 ココーースス 付
～ﾘｽﾞﾑﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄからﾀﾞﾝｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄへ～

リモートダンス」 　来年のお知らせ

月 講師:飯田路佳

15 1100：：0000～～1122：：0000 受講者全員で　画面を通して 　　1155：：0000～～1166：：3300

日 【講習③】「オンラインを活用した 一緒にダンスをしましょう１ 【講習④】「幼児の身体表現 【閉講式】

(日） 受
　表現系ダンスの授業づくり」

ココーースス
付

講師:髙橋和子、白井麻子

※講習の時間には、準備時間(参加確認など)が含まれています

表彰

学校体育受付

1122：：3300～～

【開講式】　

会長挨拶

『ＪＡＰＥＷ賞』

【講習②】「明日に活かせる表現法」

～ダンサーに学ぶ多様な表現～

講師：五十嵐結也

99：：3300～～

学学校校体体育育 休
憩 講師:高野牧子

小笠原大輔、田中葵、新山順子

【閉講式】

指導者養成における実践報告」

12：00～

99 ::3300～～1100：：3300

99：：3300～～1100：：3300

1166 ::0000～～1188 ::0000

休
憩

●●WWeebb セセミミナナーーととはは？？

ご自 宅 や職 場 など場 所 を問 わず受 講 することができるセミナーのことです。今 回 はＷｅｂ会

議 ツール「Zoom」を使 います。ＰＣ、スマホ、タブレットなどを使 用 して、インターネット接 続 環

境 で の 参 加 が 可 能 で す 。 （ P ３ 参 照 ）  お 申 し 込 み を 頂 い た 方 に 、 参 加 に 必 要 な 情 報

（URL/ID/パスコード等 ）をお送 りします。その情 報 をお持 ちの方 のみが Web セミナーに参 加

できます。

【ライブ配 信 】  リアルタイムで行 われ、その場 で質 疑 応 答 ができます。  

 【オンデマンド配 信 】  予 め収 録 した動 画 を配 信 します。参 加 者 が自 分 の都 合 が良 い時 間

帯 を選 んで視 聴 できるというメリットがあり、繰 り返 し見 ることができます。  

●●ZZoooomm ににつついいてて

Zoom に参加して頂くには、いくつかの準備が必要です。 （Ｐ３参照）

お使いの PC、スマホやタブレットなどに Zoom アプリをインストールして頂く事で参加できます。

事前に下記の接続テストを実施し、視聴可能であることをご確認の上、お申し込みください。

<ZOOM 公 式 サイト・テストミーティング https://zoom.us/test>

はじめての方 や、わからない方 は、Ｐ８各 コースのアドレスにご質 問 ください。

■ププロロググララムム

オオンンデデママンンドド配配信信

プロモーションビデオ　サマーセミナー専用ホームページで視聴

【継続講習】（全4回）　「リズム系ダンス(主にヒップホップのリズム)の授業づくり」赤堀文也

【講演】　「折れない心を育てるポイント」　岩﨑由純 (一財）日本ﾍﾟｯﾌﾟﾄｰｸ普及協会代表理事

【講義】　「今こそ活きるダンスの力」　八木ありさ　(公社)日本女子体育連盟会長

共通9月末～

10/17～

11/14～

学校体育

共通

②②[[AAnnddrrooiidd]]

Play ｽﾄｱ  から  

アクセスして検索

①① iiPPhhoonnee・・ iiPPaadd

App store から 

アクセスして検策

ZZOOOOMM  CClloouudd  

MMeeeett iinnggss 

■開開講講式式  ＪＪＡＡＰＰＥＥＷＷ賞賞表表彰彰   1111//1144  1122：：3300～～ Ｚｏｏｍ 

■【【共共通通講講座座】】オオンンデデママンンドド配配信信  1111//1144～～1111//3300  各 50 分 

■【【共共通通講講習習】】ラライイブブ配配信信 1111//1155  1133：：0000～～ Zoom 50 分

「「みみんんななででつつななががろろうう！！リリモモーートトダダンンスス」」

Zoom 画面の向こう側の全国の皆さんと一緒にダンスを踊りましょう！  

 プロモーションビデオのダンスを完成させましょう！ 

■■WWeebb 環環境境のの確確認認

【インターネット環境について】

◎ご自宅や職場で参加される場合は、インターネット（Wi-Fi）回線を確認、制限があるか

どうかを確認しましょう。環境が整備されていれば、ＰＣでもスマホでも安心して参加できま

す。長時間の使用で、スマホは本体が熱を持つ可能性があります。

◎ご自宅や職場以外のＷｉ-Ｆｉがつながらない場所での参加には、1 時間につき、１ＧＢ相

当の通信量が必要となります。スマホの契約通信量を確認してください。

◎ネット環境が悪いと、途中で画像が止まったり、音声が聞こえなくなる場合があります。

【機器について】ＰＣ、スマホ、ｉＰａｄなどのタブレットで参加が可能です。  

◎お使いになるＰＣにスピーカー・マイク・カメラが搭載されているかを確認しましょう。

◎スマホ・タブレットは事前にアプリのダウンロードが必要ですが  機種によって違います。

  【必要なアプリ】  

                  

                        

    

※※「「WWeebb セセミミナナーーへへ参参加加すするるたためめのの練練習習会会」」をを開開催催ししまますす！！ごご参参加加くくだだささいい。。（（PP８８））

【【  講講演演   】】  「「折折れれなないい心心をを育育ててるるポポイインントト」」   

講講師師：：岩岩﨑﨑由由純純   

（一財）日本ペップトーク普及協会代表理事  

ＪＣＣＡ（日本コア・コンディショニング協会）会長

［Ｐｅｐ］は英語で元気・活気・活力という意味です。スポーツの現場

はもちろん、家庭で、職場で、教育現場ですぐに実践できる「勇気を

与える感動のスピーチ」人の心に届く、最幸のコミュニケーションツー

ル「ペップトーク」を、全国の皆様にお届けします。

【【  講講義義   】】  「「今今ここそそ活活ききるるダダンンススのの力力」」   

講講師師：：八八木木あありりささ   

(公社 )日本女子体育連盟会長

日本女子体育大学教授  

 「いま・ここ」をとてもよく感じさせてくれるダンス。文化史を辿るこ

とで見つかるその基本的な性質や、QOL の維持・向上に活かす

多様な取り組みの中に見えるダンスの力を確認し、時空を超えて

繋がるダンスと人の物語を楽しみましょう。 

共通 共通
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■■【【継続講習】「「リリズズムム系系ダダンンスス（（主主ににヒヒッッププホホッッププののリリズズムム））のの授授業業づづくくりり」」

講師  赤堀 文也（ダンサー名・Hal(ハル)）埼玉大学

  

■【講習①】「「部部活活動動にに活活かかせせるる表表現現法法〜〜創創作作ダダンンスス作作品品ににおおけけるる音音響響効効果果〜〜」」 オンデマンド 90 分

講師 竹竹本本  仁仁 音楽家

    市市川川  裕裕子子   芦屋学園高等学校 

    細細川川  江江利利子子 (公社)日本女子 

体育連盟常務理事・埼玉大学 

■【講習②】「「明明日日にに活活かかせせるる表表現現法法〜〜ダダンンササーーにに学学ぶぶ多多様様なな表表現現〜〜」」     オンデマンド 90 分 

講師 五五十十嵐嵐  結結也也

ダンスパフォーマー・俳優    

9:30～
受付

13:00～14:3010:00～12:00
【講習③】「オンラインを活用し
た表現系ダンスの授業づくり」

みんなでつながろう！
リモートダンス

【講習④】「幼児の身体表現
指導者養成における実践報告」

15:00～16：30

■■【【講習③】】「「オオンンラライインンをを活活用用ししたた表表現現系系ダダンンススのの授授業業づづくくりり」」 Zoom 120 分  

講師 髙髙橋橋  和和子子  （公社）日本女子

体育連盟顧問・静岡産業大学 

    白白井井  麻麻子子 大阪体育大学 

■■【【講習④】】「「幼幼児児のの身身体体表表現現  指指導導者者養養成成ににおおけけるる実実践践報報告告」」   Zoom 90 分  

講師 高高野野  牧牧子子  （公社）日本女子

体育連盟副会長・山梨県立大学 

    小小笠笠原原  大大輔輔 湘北短期大学 

    田田中中  葵葵 千葉明徳短期大学  

    新新山山  順順子子 岡山県立大学  

事事  前前  

1111//1144  ((土土))

12:00～ 12:30～
受付 開講式

JAPEW賞表彰

16:00～18：00

【 講習①】 「 部活動に活かせる表現法」 【講習②】「 明日に活かせる表現法」

～創作ダンス作品における音響効果～ ～ダンサーに学ぶ多様な表現～

13:00～15:00

1111//1155((日日))

①10/17(土) ②10/24(土) ③10/31(土) ④11/7(土)(LIVE)

各日 18：00 動画公開（すべて公開日から 11/13(金)まで公開中）

 本講座では、多数の舞踊家の舞台に音楽提供を行う他、コンクール作品

にも関わってきた竹本氏をお迎えし、音楽編集や効果についてプロの立場

からお話し頂きます。次に、AJDF-Kobe 受賞校のダンス部指導者である

市川氏と細川氏より、それぞれの実践をもとにダンス作品の音響効果につ

いてお話し頂いた後、3名でディスカッションを行います。 

withコロナ時代における表現系ダンスの授業の工夫について、実際に

オンライン授業を体験しながら学びを深めます。小学生を対象とした題

材を髙橋氏より、中高生を対象とした題材を白井氏よりご教示いただ

き、講師 2 名と参加者とで、ディスカッションを行います。 

 幼児を対象とした身体表現の授業を、より充実させたいと思われて

いる先生方、必見です！本講座では、まず、高野氏から幼児の身体

表現をとりまく現状や課題についてお話いただき、さらに、現場での

経験豊富な 3 名の先生方の実践報告・ディスカッションを行います。  

 学生日本一(2009）、韓国に渡り世界トップチームと共に活動(2015-2017)、アーティストのドームツアー、TV 出演

等、現在も国内外で活躍されている赤堀氏によるリズム系ダンスの完全保存版となる講習。 

概要：１～３回目は、参加者を対象に限定公開でのオンデマンドによる動画配信 オンデマンド 

４回目は、講師や参加者と直接交流できるライブ配信 Zoom 

 ふんどしダンサーとしてメディアで脚光を浴び、現在、ダンスパフォーマ

ー・俳優として舞台や CM 等で、唯一無二の個性で活躍されている五十

嵐氏によるワークショップです。AJDF-Kobe には、大学時代にご自身も

出場、高校ダンス部の指導者としても参加されています。早速明日から

現場で活かせる楽しく独創的な表現方法をお届けします。 

プログラム紹介 学校体育コース 

■【受講者参加型】「「ふふれれああいいササロロンン  ～～オオアアシシスス～～  」」  Zoom 50分 

コロナ禍に伴い新しい生活スタイルを余儀なくされ、指導の場でも様々な工夫をされているかと思い

ます。このコマでは、新しい手法で皆さんとつながり、折れない心（レジリエンス）を共有し、楽しい

時間を過ごしましょう。指導されている教室での苦労や工夫の数々を是非ご紹介いただくと共に、今、

大切にされていることなど画面を通じて受講者の皆さまとつながる時間としていきましょう。 

■■【実技①ダンスムーブメント】

「「自自分分のの体体をを磨磨くく」」〜〜リリズズムムエエククササササイイズズととししててのの動動ききづづくくりり〜〜    Zoom 50分 

講師    佐佐藤藤  廣廣子子  （公社)日本女子 

体育連盟 常務理事 

竹早教員保育士養成所 

10:30～12:00 13:00～14：30
【実技②　ﾀﾞﾝｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ】
「自分の動きを磨く」

【共通講習】
「みんなでつながろう!リモートダンス」

■【実技②ダンスムーブメント】

「「自自分分のの動動ききをを磨磨くく」」〜〜リリズズムムムムーーブブメメンントトかかららダダンンススムムーーブブメメンントトへへ～～  Zoom 50分  

 講師      飯飯田田  路路佳佳  (公社)日本女子 

体育連盟 副会長 

十文字学園女子大学 

☆★☆ 紙面インタビュ―ご協力のお願い ★☆★

申込書の「紙面インタビューにご記入ください。今回不参加の方も是非皆様の 

「いま」をお聞かせいただき、多くの方とつながりたいと思います。 

なお、写真のご提供、動画への参加もお待ちしております。 

9：30～ 12:30

受付

13:00～14：30
【実技①　ﾀﾞﾝｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ】
「自分のからだを磨く」

10:30～12:00
開講式

JAPEW賞表彰
【受講者参加型】

「ふれあいサロン～オアシス～」

プログラム紹介 生涯スポーツコース 

1111//1144((土土))

各部位の動かし方を起点として、曲種（バリエーション）の

異なった３曲（1 分程度）にまとめました。作品づくり、動きづく

りのヒントとして各部位の動きがどのように変化するのか楽し

んでいただき、またそれぞれの曲のフィーリングの違いを味わ

い、気持ちよく動いてみましょう。 

1111//1155((日日))

２種類の曲（Ａ：テンポが一定で特徴あるもの、Ｂ：テンポが一

定でないもの）を選び、モチーフを発展させる試みに挑戦します。 

Ａの作品は曲調をヒントにステップやモチーフを入れました。Ｂの

作品ではＡの動きからイメージを膨らませ、自ら動きを発展できるよ

うに挑戦してみます。リラックスした即興的な世界を楽しみましょう。 

生生涯涯ススポポーーツツココーーススはは参参加加申申しし込込みみさされれたた方方にに DDVVDDととテテキキスストトがが送送付付さされれ出出席席ととななりりまますす。。  

特典として Webセミナーに参加希望される方には、私達スタッフがサポートします。 

是非この機会にチャレンジしてみましょう！ 

学校 生涯
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【指導員クリニック 2020 開催のご案内】 

コロナ禍の中、JAPEW-DMIL 指導員の皆さまにおかれましては、それぞれの分野で懸命な対応をされ

ていることと存じます。クリニックは、JAPEW-DMIL 指導員の皆さまが一堂に会する唯一の研修会です。

互いに指導力を磨き、交流を深める良い機会となりますよう、毎年企画をしてまいりましたが、今年度は

対面での講習会が難しいため、異例でありますが、このような状況の中でも対応できる指導法を盛り込ん

だ DVD を作成し、受講を申し込まれた皆さまに学んで頂き参加といたします。DVD を視聴し、アンケート

にお答えいただくことで、「その他 １）」に記載されておりますライセンス更新の要件も認められます。 

来年度は、また皆様と直接お目にかかり、研修の場を持てることを心より願っております。 

公益社団法人 日本女子体育連盟会長 八木ありさ 

対対象象  ダダンンススムムーーブブメメンントトＳＳ級級・・ＡＡ級級・・ＢＢ級級・・ＣＣ級級公公認認指指導導員員  

内内容容  実実技技 DDVVDD（（４４ココママ))     （講師 敬称略）

  講師 八木ありさ 『やりとりの楽しさから表現へ』 

  講師 髙橋眞琴 『椅子を使用してのダンスムーブメント』 

  講師 寺山由美 『リズミカルで簡単な動き』 

  講師 佐藤廣子 『言葉かけによる動きの指導法』 

受受講講料料    ￥￥55,,550000    

そそのの他他 １）ライセンス更新には、２年に一度の受講研修（サマーセミナー・生涯スポーツコース又は 

クリニック、ダンスムーブメントセミナー）が要件となっています。

２）本クリニック受講のお申込みは、下記の申込手順でお願いいたします。

３）申申込込締締切切（（1100 月月 3300 日日））以以降降のの受受付付、、キキャャンンセセルルははででききまませせんんののででごご了了承承くくだだささいい。。

申申込込手手順順  

◯サマーセミナーとクリニックを受講の場合（期限／10 月 30 日）

１）受講料を振り込む。（SS 受講料+クリニック受講料）

２）JAPEW SUMMER SEMINAR2020 の申込書に必要事項を記入し、同封の封筒にて送付する。

◯クリニックのみ受講の場合（クリニック受講料）（期限／10 月 30 日）

上記と同様の手順でお申し込みください。

おお問問いい合合せせ  

クリニック、その他 JAPEW-DMIL に関するご質問は、担当（佐藤）までご遠慮なくお問い合せください。

(E-mail：hirok-st@forest.ocn.ne.jp) Tel 0425-72-3993  携帯 090-7637-8946 

22002200 年年度度養養成成講講習習会会・・検検定定講講習習会会  中中止止ののおお知知ららせせ  
検定講習会は対面で行うことを厳守しております。現在の感染症リスク等を考慮すると、１月に開催予定の検

定講習会の開催を確定することができません。受験予定者の遠方からの移動も安全面で問題があるため、開催

を断念し、それに連動して養成講習会も中止とさせていただきます。今年度受験をお考え頂いていた皆様には

心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を頂き、次年度以降の受講・受験をお待ちしております。 

「「ダダンンススムムーーブブメメンントト指指導導員員」」のの資資格格取取得得をを希希望望さされれるる皆皆ささままへへ  
（公社）日本女子体育連盟ホームページ、資格認定事業、「資格取得要領」をご覧ください。 

ご質問のある方は、担当（佐藤）の上記連絡先までご遠慮なくお問い合せください。 

■■  申申込込方方法法   ※※申申込込はは紙紙面面ととＨＨＰＰ((ＰＰＣＣ･･ｽｽﾏﾏﾎﾎ))のの両両方方かからら出出来来まますす！！  

■  受受講講料料  

(継続）(11/14)(11/15)

5.500円

ＤＭＩＬｸﾘﾆｯｸ

会員　6.600円

一般　8.800円

学生　3.300円

（１日毎）
会員　3.300円

一般　4.400円

学生　1.650円

学校体育コース

（２日間）

生涯スポーツコース

　（ ＤＶＤ参加 ）

                                      

  

■■  受受講講料料払払込込方方法法   幾つかの方法があります。振込手数料はご負担ください。 

            ※氏名の後ろに、必ず「ショウガイ」または「ガッコウ」と記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■■申申込込 締締 切切   1100 月月 3300 日日（（金金））必必 着着  

     申込書及び受講料振込の両方を確認後、申込完了といたします。     

■  申申込込完完了了後後のの流流れれ  

       申申込込書書のの場場合合  

 同封の別紙コース別申込書に必要事項を記入

の上、返信用封筒でお申込ください。切手は不要

です。料金は連盟が負担します。 

 継続講習、ＤＭＩＬクリニックなどの希望を確認の

上、必要事項・合計金額を記入し、お申し込みくだ

さい。必ずお一人ずつでお申込ください。 

(紙面ｲﾝﾀﾋﾞｭｰへのご協力もお願いします) 

 

       ＷＷｅｅｂｂ申申込込のの場場合合  

  連盟 HP  http://www.japew.co  

ＵＲＬをクリックして、連盟ホームページを開き、サマ

ーセミナー専用ホームページの申込フォームに必要

事項を入れて送信してください。  

     

 ☞サマーセミナー専用ＨＰ 
           ＱＲコードで！ 

 払払込込票票のの場場合合  

同封の払込票で振

り込む。振込票に 

「コース名」を明記

する。振込手数料

が必要です。 

ゆゆううちちょょ銀銀行行のの場場合合  

郵便局のＡＴＭで、口座番号とコー

ス名・氏名を入れて振り込む。 

 

ゆゆううちちょょ銀銀行行  （（電電信信））  

振振替替口口座座  

００００１１６６００－－００－－６６７７１１１１２２３３  

口口座座名名義義  

（（公公社社））日日本本女女子子体体育育連連盟盟講講座座  

    

 

他他のの銀銀行行かかららのの場場合合  

 銀行 ATM､ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸなど 

 

【【金金融融ココーードド】】９９００  【【店店番番】】０１９ 

【【店店名名((カカナナ))】】〇一九店（ゼロイチキュウ店）  

【【預預金金種種類類・・口口座座番番号号】】  当当座座    ００６６７７１１１１２２３３  

【【受受取取人人名名】】  

コウエキシャダンホウジン 

ニホンジョシタイイクレンメイコウザ 

      生生涯涯ススポポーーツツココーースス    

① Web セミナー参加希望者は JAPEW へメールを送る 

② 受講票・テキスト(修了証)が届く 

③ JAPEW よりお知らせメールが届く 

④ オンデマンド（講演・講義）視聴スタート 11/14～ 

⑤ セミナー終了後に DVD とアンケートが届く  

⑥ アンケートを記入し、同封の封筒で返送する  

学学校校体体育育ココーースス  

① 受付完了メールが届く 

② 開講１週間前までに、各講習の参加方法と

配布資料、連絡事項などがメールで届く 

③ オンデマンド視聴スタート 

・継続講習：各公開日～11/13 

・講演、講義 11/14～11/30 

 

DMIL 共通



  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公公益益社社団団法法人人  日日本本女女子子体体育育連連盟盟  

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 国立オリンピック記念青少年総合センター内 

TEL：03-3469-7995 FAX：03-3469-8427 http://www.japew.com E-mail:japew@h8.dion.ne.jp 

 

個個人人情情報報保保護護にに関関すするる誓誓約約  

本講習会のご案内は、(公社)日本女子体育連盟 がデータベースとして保存・管理をしております会員や講習

会等参加者の個人情報（氏名・住所・電話等）をもとに送付させていただきました。ご提供いただいた個人情報

は、本連盟が主催（または共催 等）する催事のご案内を発送する目的のみに使用し、法に定める場合を除き、ご

本人の同意を得ることなく第三者に個人情報を開示することはいたしません。尚、個人データに関し、ご本人から

のお申し出があった場合は、速やかに更新もしくは抹消をさせていただきます。 

お申し出は、(公社)日本女子体育連盟事務局までご連絡下さいますようお願いいたします。 

サマーセミナー コース別問い合わせ先 

注）このメールアドレスでお申し込みはできません。 

 

生涯スポーツコース japewshospo@gmail.com 

 学校体育コース    japewgakkou@gmail.com 

         

       
Web セミナーへ参加するための練習会！！ 無料 

  当日の Web セミナーに参加するのが不安な方、練習会に参加してみませんか？ 

  練習会では「Zoom」での操作のやり方などをお教えします。 

 

 【ステップ１】Web 環境の確認をする（Ｐ３下段参照）                  

        Wi-Fi や携帯電話の契約ギガ数を確認する。 

残念ながらガラケーは使用できません。 

 【ステップ２】受講希望コースの上記アドレスへメールを送る。 

         氏名と受講コースを記載する。 

 【ステップ３】JAPEW から、Web セミナー参加希望者にメールが届く。 

        メールが届いたら、質問（Google フォーム）に答え送信する。 

 【ステップ４】JAPEW から練習会参加に関わるメールが届く。 

 

◎携帯・スマホの方は上記セミナーアドレスの受信設定を必ず行ってください。 

2021 年度サマーセミナーは 10/2(土)・3(日)、JAPEW-DMIL養成講習会・クリニックは 10/1(金)に実施する予定です。 

 

 

受付期間 

10 月 30 日迄 

 

利利用用条条件件・・免免責責事事項項ににつついいてて  

本セミナー参加によるコンピューターウイルスや第三者の妨害等行為による不可抗力によって生じた損害等の一

切の責任を負いませんのでご了承ください。本セミナーにかかる映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコン

テンツの著作権は講演者、主催者、その他の著作権者に帰属します。目的の如何を問わず、コンテンツの複製（ダウ

ンロード、キャプチャ等）、送信、転載、その他二次利用行為はお断りさせて頂きます。 


